


























































m001248.txt
こ７ｍ７ｑＢ だぬだＩｌｋぐ  

どＫぐ け７Ｃｊｋぐ どちｍ ｓｑ７ｆｊ ちｆＧＣｌｋぐ ｔｅ ｓｃΜｋぐ   :
どＫぐ づｋきｌｋぐ ｓｌｘＺΜｋ け７ｏＬ なｑじｋぐ ｒＢが じＢＹ фぐ じｌＧｌ なＢ じｌＧが なＢ ｒｑぬＩｋぐ ｔｅぬＣｌｋぐ ｓｍＫ  つｎ  : : :693

どｈず ｓＩＫｍｋぐ  :336282  
じじＹ てぐずぬあぐ  ｓｈずぬこ７ｈずぬ  :28/

ずじＭｌ だぬだＩｌｋぐ ａｈぬｌ こ７だぬだＩｌ ずｎせあぐ づｑずＬｋぐ ずＭｌ ねせＥ фぐ なｑｌｖ７ｉｋぐ ｐｑΜＹ ぐずｑＩ  :
なぐぬｍＹ ａｈぬｌ こ７だぬだＩｌ ｓＢＣｊｌ ずｎせあぐ :

http://www.alazharonline.org

ｐＢ７Ｃｊぬ にずｊす ｒｅ  づＬｊ なぬｍちｋぐ ｓｌじｉｌｋぐ じｌＧｋぐ ф ｔΜＹ ７ｌ ７ｌΜＹ じ７Ｅぬ ７ｍ７ＫＧぐ ｐＢ ７ｌＺｍぐぬ ぐじｌＧ ]2 / 1500  [ : *** /  
ｔｅ７ｊｑ ７ｌ ｔΜＹ なｌ ｐｍ７Ｌ けＥぬｑぬ じｑせｌｋぐ なｌ ｐｍ７ＫＧぐ ｓｌＣ７Ｉｋぐ にすｏｅ ｓｌＣ７Ｉ け７Ｃｊｋぐ ずＩぐぬ とぬＭｆｋぐ けぐぬＢｗぐぬ ***/ :

じｌＧｍ фぐ ｔΜＹ ど７ｌＣｗぐ ぐじｌ７Ｇｌ ｔｌｍＣ ｔΜＹ どぐぬじｋぐ ***  /
υＭぐぬ どちｍｋぐ ぬｎ け７Ｃｊ ｓｑ７ｆｊ ちｆＧＣｌｋぐ ｒＢあ  てＧＫぎ どｑｎぐずＢぎ なＢ υＹ７ｌＫぐ なＢ じｌＧぐ なＢ じＢＹ фぐ ｒＫΜＢぐずだｋぐ のぬｃΜｋぐ ｒＢずｃｌｋぐ ｒｉｑずｅｗぐ  - -  

けｑじあぐ  ｐｋぬが じｌＧｋぐ ф けず なｑｌｋ７Ｚｋぐ Ｊｋぐ ぬｎぬ ずＭＣＩｌ ７ｌｑｅ さ７ＣＧｑ ｐｑｋぎ なｌ けｑずｂ どｘｊｋぐ がじＢ なｌ こ７ｆＭ と７Ｅずｋぐ  ) : . .  
げじぬｌＧｌｋぐぬｎぬ ぢぬＢだｌ ...

ｓｌＥずｍ どち７ｍｋぐ ぬｎ ｒＸ７ｈ げ７Ｘｉｋぐ け７ｏＬ なｑじｋぐ なＢ ｒＢぬＩｋぐ ぬＢが じＢＹ фぐ じｌＧｌ なＢ ｒＸ７ｈ げ７Ｘｉｋぐ ぜｌＬ なｑじｋぐ ｒＢが ぜ７ＢＺｋぐ じｌＧが なＢ υｑΜＩ なＢ  :  
げじ７ＺＫ なＢ ずｆＺＥ なＢぐ ｔＫｑＹ なＢ じｌＧｌ ｒＺｅ７Ｌｋぐ どｏΜＭが なｌ ねぬＩ υｃＣＬぐ υＭＧぬ ７ｌぬΜＹ げずｑＤｊ づｍＭぬ ７ＢＣｊ げずｑＤｊ ７ｏｍｌ け７Ｃｊ ｐｑｅ なぬずＬＹ ７ｍｅ ｐｋぬ  
どちｍ どぬΜＹ ごｑじＧｋぐ ｓｑ７ｆｊぬ ちｆＧＣｌｋぐ ずｑｂぬ でｋす じｈぬ ａｌＫ ごｑじＧｋぐ ずｑＤｊｋぐ な７ｊぬ ７ＢＧｌ ｐｋ ｐΜｎあぬ じｈぬ ぜずじ ぬｎぬ ずｑｃＭ ｓｑｂ７ｌじｋ７Ｂ どＤ ｒｋぬ お７Ｘｈ  
ぜじｉｋぐ どＤ ７ｍＫｏＢ どＤ ｒｋぬ お７Ｘｈ けΜＧ どＤ じ７Ｙ ｔｋぎ ｓΜＧｌｋぐ どＤ ｒｋぬ お７Ｘｈ げずｎ７ｉｋぐ どＤ どじｈ ｔΜＹ お７Ｘｈ ど７Ｌｋぐ ａｌ ぜｑずじＣ ｓｑｋじ７Ｚｋぐ ｓｑｋぐせｃｋぐぬ ７ｌｎずｑｂぬ  
な７ｊぬ なｌ こ７ｍＫＧ な７ｌせｋぐ ずＢ７ｊがぬ お７ｌΜＺｋぐ どｘＹあぐ ７ｆｑｆＹ ７ｎせｍ ７Ｙず７Ｂ ７ＢＧｌ ごｑじＧΜｋ ｐｌΜＹぬ ｐｖ７ｌΜＹぬ じｈぬ さずＩ ｐｋ ７ｍＩｑＬ ちｅ７Ｇｋぐ のせｌｋぐ なｑＺＢずが  
７ＤｑじＧ ｓｍｑ７ＢＣｌ じ７ｍＫｗぐ さずＩぬ ｐｋ ｒｉＣ なｑじｋぐ なＢぐ ｓＢＣＹ のじぬＫｗぐ のじずＺＫｗぐ ｓＩｑＬｌ ｔΜＹ づぬずＧ どＥＺｌｋぐ こΜｌＣＬぐ ｔΜＹ なｑＣｖ７ｌ ｓＣＫぬ なｑＤｘＤぬ ７ＩｑＬ  
と７ｈ ｒｋぐせずＢｋぐ ｐｋぬ ぬＧｍ ｓｖ７ｌＤΜＤ ＪｑＬ どｋ ぐぬずｊすｑ ｒｅ ぐすｎ どＥＺｌｋぐ ｒｅぬＣ どぬｑ ぜｑｌＩｋぐ ぜｌ７Ｉｋぐ なｑずＬＺｋぐぬ なｌ な７Ｘｌず なＹ ａＢＫ なｑＣＫぬ ｓｍＫ ｔΜＭぬ  

ｐｑΜＹ なｅじぬ なｌ ｐｌぬｑ ｓＢずＣＢ にじｋぐぬ ＨｆＫＢ なぬｑＫ７ｈ ｐｌＧず фぐ ｔｋ７ＺＣ

ｐＢＣｊ ぬＢが ｔΜＺｑ のぬ７ＸｑＢｋぐ
ぐぬＹじぐ どｊｑＩｗ ぐぬずｆｃＣＫぐぬ ｐｋ ｐｑじｋぐぬｋぬ
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